
新中期経営計画パート5の進捗状況
 1年目を振り返って。■ 期初計画を達成

2015年4月、多様な外部環境の変化に揺らぐことの
ない「変革による骨太なビジネスモデルの構築」をテーマ
とした新中期経営計画パート5がスタートしました。
初年度となる2016年3月期においても、さまざまな

外部環境の変化がありました。日本国内では経済回復が
緩やかに進んでいるものの、少子・高齢化による市場の
縮小や労働力の不足が見られ、消費は依然として活発 

とは言えない状況です。また、食の安全・安心に対す
る消費者の関心も、よりシビアなものとなっています。
グローバル環境では、新興国の人口増加や地球規模 

の気候変動によって、食肉の需給バランスが大きな 

影響を受けています。また今後も、TPP（Trans-Pacific 

Partnership、環太平洋戦略的経済連携協定）の動向な
どによって、貿易環境が大きな変化を受けることも予測
されます。
こうした環境の中、ニッポンハムグループは、売上高
は1兆2,407億円とほぼ期初計画どおりの着地となり、
営業利益に関しては463億円と過去最高を記録した昨年
からは減益となりましたが、期初計画を上回りました。

 期初計画達成の要因と■ 事業本部横断型プロジェクト
期初計画達成の主な要因は、国内食肉事業が安定

的に収益を確保できたことにあります。海外事業は 

厳しい状況にあったものの、その分を国内食肉事業 

でカバーすることができました。食肉事業本部は、 

社長メッセージ

変革する1年に！
「ニッポンハムグループが
動きだした」と、
感じていただける年にします。
ニッポンハムグループは、「世界で一番の食べる喜びをお届け
する会社」を目指して、変革による骨太なビジネスモデルの
構築に挑戦しています。目指す姿の実現に向けて、グループ
シナジーの強化による国内事業の強化とともに、新たに海外
事業本部を設立し、海外売上の拡大を図っていきます。

代表取締役社長
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国内最大級の供給力・販売力を有していますが、それ 

を可能にしているのが、生産・飼育から処理・加工、
物流、 販売までの全工程を一貫して行う「バー 

ティカル・インテグレーションシステム」です。営業 

拠点116カ所のネットワークを持ち、全国をカバー 

することで、 牛肉・豚肉・鶏肉のいずれの販売に 

おいても、国内シェアNo.1を獲得しています。この
ように、食肉事業本部は、競争力の高いビジネスモデ
ルを構築することで、業績に大きく貢献しました。加
工事業本部は、製造・販売・物流のマネジメント体制
の構築や、全国幹線輸送ネットワークの整備・再編 

などの SCM（サプライチェーンマネジメント）改革を
継続的に進め、物流費や在庫の減少へと結びつけてき
ました。上期は原材料の高騰の影響を受けたものの、
第 3四半期からはコスト改善効果が発現し、今後の回復
が期待できる状況にあります。関連企業本部は、各
グループ会社が自社製造商品比率向上に努めたことや、
売場全体をプロデュースする提案営業を強化したことに
より大幅に利益率が改善し、存在感を増してきました。

事業横断型プロジェクトの芽が出始めたことも、業績
向上の要因となっています。商品政策については、食
肉事業本部が販売している国産鶏肉ブランド「桜姫 ®」
や国産豚肉ブランド「麦小町 ®」、イタリア産長期肥
育豚「ドルチェポルコ ®」などを使用した加工食品を
発売しました。2016年 1月、2月に東京・大阪・福岡で
開催したグループ展示会で、これらの商品はお得意
先様から非常に高い評価を得ました。また、販路政
策については、今後も市場の拡大が期待できるCVS

（コンビニエンスストア）市場に対する施策を強化し
ました。従来 CVSへは、加工事業本部が主に営業
を行っていましたが、食肉事業本部とともに営業を展
開することにより、適切な原材料を活用した加工食品
をタイムリーに提案することができました。これらは、
生産から販売までを手がける「バーティカル・インテグ
レーションシステム」を有する当社グループだからこ
そ可能な取り組みで、事業本部横断型プロジェクトで
も高い提案力を実現させています。

営業利益の推移（億円）
（成長）

（時間）

パート4（2013.3-2015.3）

「成長戦略への転換」

パート5（2016.3-2018.3）
「競争優位性の確立とグローバル化の加速」
「新たなステージに向けた足場固め」

パート6（2019.3-2021.3）
「酒類・飲料を除く国内食品No.1企業の実現」
「グローバル化への着実な進展」

パート7（2022.3-2024.3）
「最適な事業ポートフォリオの構築」
「たんぱく質を基軸にした存在感のある
グローバル企業」

ニッポンハムグループの
目指す姿「世界で一番の食べる
喜びをお届けする会社」
●営業利益率 5%以上
●ROE（株主資本当期純利益率）
　8%以上
●国内食品セクター  ベスト5
●海外食肉メジャー  ベスト3

13/3
（実績）

14/3
（実績）

15/3
（実績）

16/3
（実績）

18/3
（計画）

17/3
（計画）

280

357

484 463
490

520

新中計パート4 新中計パート5
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社長メッセージ

さらなる飛躍に向けて

 
消費者に支持されるブランドを作ることで、■ 外部環境の影響を受けにくいビジネスモデルを構築
当社グループの「シャウエッセン ®」は、ウインナー 

市場で売上日本一を誇るメガブランドですが、これに 

続くブランドを開発・育成していく必要があります。 

そのためには、メーカー側の発想や工場設備の事情など
で製造される商品を市場に提供するというプロダクトア
ウト型の発想ではなく、市場のニーズから商品を開発
するというマーケットインの発想が重要になります。例
えば、スーパーマーケットの冷蔵多段ケースの中での売
れ筋はボリュームゾーンの商品ですが、当社グループ
のラインアップにはボリュームゾーン対応商品が少な
いのが実情です。ボリュームゾーンの商品は製造コ
ストが合わないという理由で、マーケットインの発想が
欠けていた面もありました。今後については、売れる
商品があることで営業本部が元気になり、営業がしっか
りと売ることで工場の生産性が向上するという、良い
循環を作っていきます。例えば2016年4月に発売した 

「レンジ調理革命」などは市場ニーズを起点に考え、
美味しさとコストを追求した商品です。
食肉のブランド力向上にも注力しています。2015年

に、国産鶏肉「桜姫 ®」のテレビCMを展開した関東圏
と北陸圏では、売上が前期比 140%に拡大しました。 

「桜姫 ®」を取り扱われている得意先を中心に、「桜姫 ®」
を使った唐揚げ、チキンカツなどの加工食品を積極的に 

提案していきます。食肉事業本部が開発したブランド 

食肉をベースに、事業本部間の垣根を越えた販売戦略
を取っていくことで、間違いなく消費者の皆様に受け入
れていただけるという確信を得ました。「桜姫 ®」に続く
ブランド食肉として、国産豚肉「麦小町 ®」、イタリア産
長期肥育豚「ドルチェポルコ®」が控えています。消費者
に支持される食肉ブランドを開発・育成することによっ
て、外部環境に左右されないビジネスモデルを構築
していきます。

 国内では、ファーム事業の強化と■ グループシナジーの活用を推進
国内事業は、今後、ファーム事業を強化していきます。
豚の年間出荷頭数は62万頭から約68万頭に、鶏は年間
6,800万羽から約 7,200万羽への増産目標に向けて
現在取り組みを進めています。今後はTPPなどによる
低価格商品の輸入増が予想されますが、反面、日本国
内では安全・安心への関心の高さが、海外とは格段に
異なります。当社グループは、「バーティカル・インテ
グレーションシステム」を基盤に、研究開発力、商品開
発力、充実した品質保証体制、営業力を有機的に結び
つけ、「ジャパンクオリティ」を求める消費者のニーズに

疫病などの影響が
若干残るものの
出荷増を見込む 

国内食肉販売シェア25％への布石

● 新農場建設 
● 出荷頭数：62万頭 ⇒ 約68万頭

豚

新農場の
稼働により
増産を見込む

● 新農場建設 
● 処理羽数 ：6,800万羽 ⇒ 約7,200万羽

鶏

（北海道・東北・新潟で増産体制）

ファーム事業の増産目標

桜　姫：約21百万羽 ⇒ 約28百万羽 
麦小町：約10万頭 ⇒ 約27万頭
玄米牛：約3千頭 ⇒ 約5千頭

外食チャネルを
中心に提案、
主に関東圏での
露出を増やす

越の鶏：20万羽 ⇒ 100万羽

ブランドの拡充計画

量販店への
営業を強化し、
店頭での

露出を増やす

主要ブランド増産目標

ファーム事業の強化とブランドの拡充計画（新中計パート5：2018年3月期目標）
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応えていきます。
当社グループは、日本全国に多くの営業拠点を持つ

ことも強みです。国内 234の営業拠点がありますが、
これまでは事業別に営業活動を行っていました。今後
は、食肉、加工、水産品の営業拠点を相互利用し、
販売ネットワークとして活用することで、お客様のきめ
細かなニーズに応えていきます。また、食肉事業本部
の取引先である焼肉店に、フランクフルトや唐揚げ等の
加工品、ヨーグルトを提案するなど、新たな経路開発
にもつなげていきます。

 オーストラリアをはじめとする■ 海外事業の課題と新たな可能性
当社グループは、長年、オーストラリアで牛の肥育・ 

処理・加工・物流・販売事業を行い、日本をはじめ33の 

国や地域に輸出しています。日本の食品メーカーの安全・ 

安心に対する取り組みは世界でも最高峰であり、当
社グループのファームにおいても、ジャパンクオリティ
に基づいた管理・運営を行っています。当社グルー
プの「大麦牛」、「アンガスリザーブ」といったブランド
牛肉が世界で受け入れられる素地はできています。 
豪州事業は、素牛の相場が安く、販売単価が高かっ
た2014年に最高益を出しましたが、その後出荷増加
に伴う素牛の減少が相場高につながり、それを販売

価格に転嫁できないという事態に陥りました。そこで、 
豪州事業においても、プロダクトアウトの発想から、最も
ニーズが高い国や地域にタイムリーに販売するマーケッ
トインの発想へと転換を図りました。次の課題は、牧
草を飼料にしているグラスフェッドの牛から、フィード
ロットで穀物を飼料として与えているグレインフェッド
牛に販売比率を高めていくことです。単なるグレイン
フェッド牛ではなく、ブランド化し差別化された牛肉は
収益の安定化につながります。現在グレインフェッド
牛の販売比率は豪州事業全体の25%程度に過ぎません
が、今後は、ブランド牛を中心にグレインフェッド牛
の比率を 50%、さらにはそれ以上へと高め、牛肉ブ
ランドの育成に注力し、骨太なビジネスモデルを構築
していきます。
また、今後はハラル市場が拡大していくと見ています。
当社グループは、これまでにトルコの大手養鶏会社の子会
社化、マレーシアの大手統合型養鶏会社との合弁会社設
立などを実施し、市場に対する将来の収益への種蒔きも
行っています。

 海外事業本部を新設し、■ 海外売上比率の向上を図る
当社グループは、海外売上比率を高めていくことを

目標の一つに掲げています。基本的には、国内事業を

日本60社

海外33社
※2016年4月末時点
※持分法適用会社含む
※国名は駐在事務所含む

中国
台湾
シンガポール
タイ
ベトナム
フィリピン
韓国
香港
マレーシア

英国
ドイツ
トルコ

カナダ
米国
メキシコ

チリ
ブラジルオーストラリア

ニッポンハムグループの海外拠点
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しっかり固め、海外展開の原資を確保した上で、今後
の伸び代が期待できる海外事業を拡大させていきます。
当社グループは、2016年 4月に、グループ全体に

おける海外事業の存在感を「見える化」することを目
的に、海外事業本部を新設しました。2018年 3月期
には、海外売上比率 15%以上を目標としていますが、
目標の実現に向けた施策を明確にしていくためにも 

必要な施策であると考えています。
海外事業では、18の国や地域において、日本向け、

内販、3国間のビジネスを展開していますが、食肉事
業本部・加工事業本部・関連企業本部の各グループ会
社の仕入先・顧客などの情報共有を図り、グループシ
ナジーを活用した新たな事業展開につなげていきます。
また、日本国内で成果を上げている「バーティカル・ 

インテグレーションシステム」を導入し、特に東南アジ
ア、アメリカ、ヨーロッパのビジネス拡大に注力してい
きます。具体的には、東南アジアではファーム事業と
加工食品事業を推進します。ヨーロッパ市場では、夫
婦共稼ぎが多いこともあり、簡便性のある加工食品に
対する評価が高いことから、野菜を一品加えて調理
する「中華名菜 ®」等の簡便性を追求した加工食品の
開発・販売に注力します。

 地産地消志向が高まる中、■ 地域密着の高付加価値商品を開発
当社グループの加工事業本部は国内 25カ所にハム・

ソーセージや加工食品の工場を有しています。地産
地消志向が高まる中で、今後においては地域密着型の
高付加価値商品の開発を進めることも重要になると
考えています。
また、当社グループは、日本各地に豚や鶏のファー
ム・処理場、加工工場を有しています。今後は、地域
に目を向けたビジネスも展開していきます。現地で生産
した豚や鶏を使って、地域内の工場で加工品にする
ことで、生産性の向上や、地域の消費者が求める
おいしさの提供につなげていきます。

 
機能性食品など■ 新規領域で企業価値を高める
当社グループは、ハム・ソーセージ事業から、食肉、

加工食品、水産、食物アレルギー対応食品へと領域
を拡大し、新規領域として、医療用コラーゲンなどの
機能性素材の開発も行っています。新規事業を展開
することは、ビジネスチャンスを拡大するだけでなく、
当社グループの魅力を、さまざまな面からアピール
することにつながります。こういった素材を活かし、
戦略的ブランディングを行うことは、多様な人財の
獲得にも有効であると考えています。

社長メッセージ

13/3 14/3 15/3 16/3
0

35,000

70,000

105,000

140,000 その他
米州
豪州
海外売上高比率

（%）（億円）

0

3

6

9

12

2018年3月期には
海外売上高比率

15％以上を目指す

海外売上高構成比（2016年3月期）
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■ 本業の延長線上でCSRを考える
現代の食生活においては、食物アレルギーを持って

いる人も数多く存在し、日々の食生活に大変ご苦労さ
れています。当社グループの使命は、すべての人々に
「食べる喜び」を提供することです。特定原材料 7品目
（乳・卵・小麦・そば・落花生・えび・かに）を使用しな
い商品を作り、食を通して社会貢献をしていくことが大
切だと考えています。

 この1年は変革の元年。■ 組織風土改革で、明るく元気のある会社作りを推進
私は、就任後1年間で可能な限り生産現場や営業現

場に足を運びました。ここから得た体験をもとに、新
体制のもとで変革を進めていきます。まずは、働きや
すい環境作りに取り組み、透明性があり、明るく元気
のある会社作りを目指しています。今後は、権限委譲
を進めることも重要です。一人ひとりが自分の責任
を持ち、判断し、チャレンジする企業風土へと変革
し、真のグローバル企業を目指します。私は、この1年 

は変革元年だと思っています。当社グループには、現在、
約3万人の社員がおり、全社員が変革を恐れず前に進む
ことで、今後100年続く会社になれると考えています。

■ 国内食品No.1企業・グローバル食肉企業への道
当社グループは、国内食肉加工において現在No.1

です。しかし、当社グループが社会から期待される存
在になるには、13の食の領域それぞれにおいて、トッ
プクラスであり、当社グループらしい事業を展開して
いる必要があります。当社グループは、『変革２５』と
して国内食肉販売シェア25%、国内ハム・ソーセー
ジ販売シェア25%、海外の売上高比率 25%という 

高い目標を設定し、そして9年後にあるべき姿として 

売上高 1兆 5,000億円、営業利益率 5%（750億円）
以上という目標を掲げています。食肉・加工・関連・
海外の各事業本部は、この目標達成に向けた施策を
実行していきます。
目標達成のためには、今後もさまざまな変革や投資が
必要になってきます。株主・投資家の皆様には、長期的
な視野でご支援いただきたいと思います。私は、新中期
経営計画の2年目にあたる2017年3月期を、攻めに転
じる年に、そして「ニッポンハムグループが動き出した」 

と、社内外から感じてもらえる年にしていきたいと
考えています。

ニッポンハムグループの「変革」とは？

長期的に見て、
ニッポンハムグループがあるべき姿

社会貢献の考え方について

ハム・ソーセージ

加工食品

食物アレルギー対応食品

食肉

水産

乳酸菌飲料

チーズ

フリーズドライ

冷凍食品

天然系調味料

健康食品

食品検査

ベンダー事業

ニッポンハムグループの食の領域
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